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【 第 4 回献血推進活動 協力者累計 126 名 採血量累計 50,400ｍｌ‼  】 

22 日（水）１2 時 30 分より盛岡南ショッピングセンターにて、第４回献血推進運動が行なわれました。

平日の日中の開催にも関わらず多くの方に献血して頂きました。ご協力頂いた方には卵を 1 パック差し上

げ、好評の声が寄せられました。今年度の献血は今回で最後となりましたが、次年度も協力して頂きたい

と既に長寿健康課からお話を頂いております。今後ともご協力をお願いいたします！ 

 

              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ひかりの箱 第二次分募金 】 

7 日（火）アイバンク支援募金事業「ひかりの箱」に 14,889 円募金をしました。１次・２次合計額が 

26,985 円となり、目標である 20,000 円を超えました！皆さんに感謝申し上げます。 

 

【 ペットボトルキャップ回収箱の設置 】 

 7 日（火）ペットボトルキャップ回収箱を紫波中央駅待合室、自動販売機横に設置しました。紫波町内

外の方に紫波ライオンズクラブの活動を周知することができ、環境保全の一助にもなりました。その他設

置した個所は以下 7 箇所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１７年３月号 

 

 

４００ml 29 名 献血できなかった方 4 名 

受付 33 名＜参加 L.4 名 献血協力 L.1 名＞ 

ご協力ありがとうございました。 

・イワテ・プリミート ・塚田工業 

・ラ・フランス温泉館 ・レストランかりん亭 

・環境テクニカ    ・長岡産直 

・マルショウ紫波   ・紫波中央駅 

            計 8 箇所 

 

過去の献血者数の推移 

今年度（28 年度）…126 名  年々減少しています 

平成 27 年度…130 名     新規献血者の確保、 

平成26年度…146名     若年層への普及等… 

平成25年度…155名     ご協力お願いします 

紫波中央駅の設置は社会福祉委員長、L 阿部昌利に行って頂きました。 
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【3 月の会議等】 

1 日（水）第２回指名委員会 18：30～ 

スナック・ルパンにて表記委員会が開催されました。次期役員を指名し、その結果を３月第二例会にて発

表しました。４月には選挙会を行います。 

 

7 日（火）第一例会 第１２52 回 １２：１５ 

 ビアック・大盛軒 14 名出席 例会出席率 84.90％（MC31 名含む。） 

幹事報告及び協議事項 

① 第 2 回指名委員会の報告 

② ひかりの箱募金送金の報告 

③ ペットボトルキャップ回収箱設置について 

④ 第３回ガバナー諮問委員会について 

⑤ 第６３回年次大会について 

⑥ アワード申請について 

その他 1）夏季台湾派遣生追加募集について   

 

１4 日（火） 理事会 18：30～ 茶や・ぽん太 10 名出席 

協議事項 

①指名委員会の報告...指名委員会で推薦した通り理事会で承認。今後、会長幹事職２週目を視野に入れたい。 

②7クラブ合同アクティビティについて…台風10号による被害に対して、負担金31800円を拠出する。 

③春の家族会について…委員長が欠席の為、委員会一任とし、後日委員長からの報告を待つこととする。 

 

21 日（土） 第二例会 第 12５３回 18：30 

ビアック大盛軒 15 名出席 例会出席率 83.02％ （MC29 名を含む） 

     ★3 月の誕生 

L.藤尾 東泉 L.藤田 正幸 L.藤原 孝 L.佐々木 幸四郎 

～ おめでとうございます ～ 

幹事報告及び協議事項 

①その他 1）100 周年記念商品について…資料添付忘れ。希望者は事務局までご連絡下さい。 

他 理事会議題を参照 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次期役員候補者の指名会が行われました。 

《 次期役員候補者名 》 

会長：L. 諸岡 勝正   第一副会長：L. 佐々木 幸四郎  第二副会長：L.高橋 貞夫 

  幹事：L. 高橋 貞夫   副 幹 事：L. 西葛 馨   

会計：L. 藤根 房子   ライオンテーマ  ：L. 中里 暉基   

テールツイスター：L. 高橋 純子  会員理事：L. 佐々木 俊彦 

一年理事：Ｌ．阿部 正弘  Ｌ．吉田 淳   L．高橋 龍也   L．山下 俊明 L. 武田 賢剛 

二年理事：Ｌ．高橋 純子  Ｌ．鱒沢 克美  L．渡辺 好郎  
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24 日（金）第３回ガバナー諮問委員会 16：00 

 レストラン文化 三役、事務局が参加 

・ZC より 

 1）年次大会について 

…親睦ゴルフ 5/13（土）、大会式典 5/14（日）開催。ライオンズ 100 周年を記念し、全クラブ 

全員参加を目標に参加者増加を図ってほしい。 

2）災害の積み立てについて 

…熊本の震災や台風 10 号に対する被害など、拠出が相次いだため、今回は行わないこととする。 

3）合同アクティビティについて 

  …被災された地の代表として岩泉 LC へ送る。また、当初は物品での寄付を予定していたが、他の

物にも役立てて頂くため、金銭で送金する事とする。 

4）レガシープロジェクト（100 周年記念植樹）について 

  …今年度中６月末までに必ず実施し、写真、活動内容を ZC まで報告してほしい。 

諮問書については事務局にございます。ご覧になりたい方は事務局までお願いします。 

 

27 日（月）会員親睦委員会 18：30 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

４月の例会及び事業等の予定 

第一例会 ４月 4 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

選挙会 ４月 4 日（火） 例会終了後 ビアック・大盛軒 

花巻 LC CN55 周年記念式典 ４月 9 日（日） １１：３０ ホテル千秋閣 

理事会 ４月１１日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

千厩 LC CN50 周年記念式典 ４月１５日（土） １１：００ サンプラザ及善 

第二例会 ４月１８日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

陸中宮古 LC CN35 周年記念式典 ４月２３日（日） １１：００ 浄土ヶ浜パークホテル 

盛岡 LC５５周年記念式典 ４月２６日（日） １１：００ ホテルメトロポリタン 

                            ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

目の不自由な方々に愛の光を  

【】角膜移植は人から人の愛の架け橋です【】 
事務局では眼球提供申込書を準備いたしております。みなさまからのお申込をお待ちいたしております。 

使用済切手・書損じはがき・ペットボトルのキャップを集めています。ご協力をお願いします。 

４～６月分の会費を受け付けております。  家族会員の年会費も受け付けております。 

 

 

 

 

 

発行責任者は、会長 L 阿部 正弘でした。 

 

 

スナック・ルパンにて春の家族会について話し合われました。 参加 L6 名 
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５月の例会及び事業等の予定 

第一例会 5 月 2 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

春の家族会 5 月 7 日（火） １１：３０ 紫波フルーツパーク内 野楽交流館 

理事会  5 月 ９日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第６３回 332-B地区年次大会親睦ゴルフ 5 月１３日（土） 後日連絡 南岩手カントリークラブ 

第６３回 332-B 地区年次大会 5 月 14 日（日） １１：００ 一関文化センター 

一関市総合体育館 

第二例会 ※5 月１6 日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

 

※第二例会の日付は変更になる可能性があります。 

※予定の他にアクティビティを予定しております。後ほどご連絡いたします。 

 

6 月の例会及び事業等の予定 

第６３回 332 複合地区年次大会 6 月 3 日（土） 

6 月 4 日（日） 

 青森県八戸市 

第一例会 6 月 6 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

会長杯ゴルフコンペ 6 月１１日（日） 未定 岩手ゴルフ倶楽部 

理事会 6 月 13 日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第二例会（打上例会） 6 月 20 日（火） １8：３０ ビアック・大盛軒 

 

※三役引継会・準備理事会・次期三役事務局員セミナーが開催される予定です。 

※アクティビティについては後ほどご連絡いたします。 

 

 


